
 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ マルチメディアルーム東側道路 ＞ 

★活動紹介パネル展示 
  手づくりパネルで活動紹介 

交流フェスタ２０１８ｉｎﾊﾟﾙﾃｨせと 

＜ 大会議室 ＞ 

★国際センターの部屋 

  《 楽しさいっぱい UKI UKI 》 

  いろいろな言葉で交流しよう！ 

 

ウキ ウキ 

★スタンプラリー(10：30～14：30) 
参加賞（先着２００名）  ４階・５階各会場 

応援します！ 

市民活動！ 

＜ アリーナステージ ＞ 

★ハープとリコーダーの響き 

  ハープ奏者加藤祐子さん 

  とリコーダー奏者天野敦子 

  さんによる美しい響きを 

  お届けいたします。 

  子どもたちの歌声とともに 

  お楽しみください。 

★活動紹介ステージ 
  市民活動団体による日ごろの活動の成果発表 

★お楽しみ抽選会（１５：３０～） 

＜ アリーナ＆ロビー ＞ 

★市民活動・地域活動交流ブース 
  市内を中心に活動している３１の団体が 

  一堂に集まり、多彩な活動を紹介 
 

★ロビーで体験・体感！ 
  野菜の販売、マジックや、瀬戸の歴史 

  などの活動紹介                 

５階 

 

＜発行：瀬戸市市民活動センター＞ 

〒489-0044 瀬戸市栄町 45番地 パルティせと 3階 TEL(0561)97-1161 FAX(0561)97-1171 

E-mailseto-npo@ma.gctv.ne.jp  E-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp  URL http://www.gc-net.jp/seto-npo 

２０１８年９月１８日＜５４号＞ 

（１０：００～１６：００） 

★お楽しみコーナー 

 みんなで遊ぼう！ 

  輪投げ 

  湯たんぽカーリング 

  牛乳パック工作 

＜ 第１学習室 ＞ 

★ふれあい茶屋(有料) 

  お抹茶・コーヒー・ジュース 

  パン・クッキー  

＜ マルチメディアルーム ＞ 

★あなたも参加！ 

  熊本地震・ 

  東日本大震災復興応援 
  ・「みんなで考えよう！ 

      地域でできる防災」 
      （１０：００～１２：２０） 

  ・熊本・東北物産展 

  ・朗読・防災グッズ作り 

   

土 １０月１３日   １０：００～１６：００  
パルティせと４階・５階 

ご家族ご友人 

お誘い合わせて、是非 

ご来場ください！！ 

～市民のパワーでつくる瀬戸(まち)～ 

４階 

 

（１０：３０～１５：００） 
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1. であい塾 （出会ってつながり育ちあう）  

第２回 『ままのわフェスタ inせと』開催  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２回目の開催となる今年は「星に願いを！つながれ☆広がれ★子育ての輪」として前回よりパワー

アップ。この日が七夕ということもあり、七夕にちなんだ短冊コーナーや写真撮影コーナーを設置。 

ステージは「劇団びっくり箱」「日本舞踊紫泉会」「ママブラス♪スマイル」など、ママや子どもたちを中

心とした登録団体から出演してもらい、それぞれ普段の活動の成果を披露しました。後半はバランスボ

ール体験や食育講座など、子育てママのやりたい！知りたい！を実現させました。会場内では瀬戸市

子ども未来課による相談ブース、その他食育、コーチングブースや似顔絵・絵手紙のブースにも多くの

人が足を運びました。ロビーにはハンドメイド作家によるママ・キッズ・ベビー向けのグッズが並び、ショッ

ピングを楽しむ家族連れでにぎわいました。 

 実行委員のアイディアで行った写真コーナーはねんねタイプと壁面タイプと２種類用意。瀬戸の看板娘

せとちゃんの登場もあり、来場者も列を作って撮影していました。 

この催しをきっかけに瀬戸で子育てを楽しむ人たちのつながりをさらに広げることが出来ました。 

 

0 市民活動センター事業レポート 

７月７日（土）１０：００～１４：００ ～パルティせと５階アリーナ・４階マルチメディアルームにて～ 

 

 活動に読書を活かしてみませんか？と新しい視点での講座を開

催しました。前半は読書会開催や読み聞かせでのポイント、講師

よりおすすめの図書の紹介、後半は会場に閲覧された絵本を手に

取って参加者がお気に入りを決め、「選書の理由を発表」か「本の

一部の朗読」をしました。同じ本を選んでも選んだ理由は異なっ

たりと、「へぇー」「なるほど」「わかるわかる」などの反応が見受

けられました。本を通じて、自分と向き合い、参加者同士の交流

も生まれた講座となりました。 

来場者数 

1000名 

2. なるほどザ学習会（学んで！愉しみ！スキルアップ！） 

平成３０年度 第１回 『大人の読書講座』   

 ８月２２日（水）１０：００～１１：３０ ～パルティせと４階マルチメディアルームにて～ 

 
■ 講 師 ： 福田 直美 氏 （ＪＰＩＣ読書アドバイザー・人財ほっとネット登録）■ 参加人数：１８名 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

瀬戸市ウオーキング協会 
TEL：080-3065-7275（松原） 

 
 

１０月７日（日） 
９：００集合 

愛知用水池めぐり（L：13㎞ S：10km） 
場所：名鉄豊田線米野木駅集合 名鉄豊田線日進駅到着 

１１月４日（日） 
９：００集合 

懐かしの三河線跡地巡り（12㎞） 
場所：名鉄三河線猿投駅集合、解散 

１２月２日（日） 
９：００集合 

犬山城と木曽川の自然を歩く（10㎞） 
場所：名鉄犬山線犬山駅集合 名鉄犬山線犬山遊園駅到着 

瀬戸メサイア合唱団 
TEL：82-2950(梶田) 
 

１０月８日(月・祝) 
１３：１５ 開場 
１４：００ 開演 

瀬戸メサイア合唱団演奏会～古楽の響き～ 
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール 

入場料：一般２０００円 学生１０００円 

チケット取扱：チケットぴあ 瀬戸市文化センター 

NPO法人  
やきもの文化・瀬戸洞町 
TEL：090-5038-8948（工藤） 
FAX：83－3113 
Ｅメール：
npo.yakibun@gmail.com 

１０月１４日（日） 
１０：３０～１２：００ 
１３：３０～１５：００ 

せともん探訪ツアーin洞町 
場所：窯垣の小径資料館駐車場集合（受付１０分前） 

定員：各１５名（先着順） 参加費：１,０００円（ごもおにぎり付） 

申込：E メール、ＦＡＸで①氏名②人数③連絡先④希望時間を

お知らせください  

締切：１０月７日（日） 

瀬戸地下軍需工場跡を保
存する会 
TEL：0572-23-5899（寺脇） 

E メール： 
tera-m@ob.aitai.ne.jp 

１０月２１日（日） 
１４：００～１６：００ 

愛知航空機の新鋭機たち③「流星」 
場所：新郷地域交流センターさとの家 ホールＡ 

定員：５０名（先着順） 参加費：無料 

申込：電話またはメールにて①氏名②連絡先をお知らせくだ

さい 

スーパーグレート 
マジシャンズ 
TEL：090-3555-0874（山城） 

１０月２５日（木） 
１１月１７日（土） 
１２月１１日（火） 
１３：００～１４：００ 

ゆかいな仲間の楽しいマジックショー 
  ＆マジック・バルーンアート教室 
場所：モリコロパーク 地球市民交流センター 

*希望者のみマジック・バルーンアート教室開催（材料費２００円） 

瀬戸子供太鼓こまいぬ座 
TEL：090-9029-2034（水野） 

１１月３日（土・祝） 
１３：００ 開場 
１３：３０ 開演 

瀬戸子供太鼓こまいぬ座 ２８周年演奏会 
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール 

料金：無料 申込：不要 

自分を大切にできる子ども
を育てたい母の会 
Ｅメール： 

ｓuimmy6f@hotmail.com 

１１月４日（日） 
１０：００～１１：３０ 

第３回 ＣＡＰ（キャップ）プログラムおとなワークショップ 
場所：新郷地域交流センターさとの家 ホール A 

定員：５０名（先着順） 

料金：無料（託児無料・先着１０人） 

申込：Ｅメールにて（氏名・連絡先・託児の場合はお子さんの

お名前と年齢） 

※ＣＡＰとは ChildAsaultPrevention（子どもへの暴力防止）の略 

古瀬戸吹奏楽団 
TEL：41-1488（菊川） 

１１月４日（日） 
１３：００ 開場 
１３：３０ 開演 

古瀬戸吹奏楽団 定期演奏会２０１８ 
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール 

料金：無料 申込：不要 

だんだん 
TEL：090-7044-8639（酒井） 

１１月２３日（金・祝） 
１４：３０ 受付 
１５：００ 開演 
 

だんだんチャリティコンサート 
場所：銀座通り商店街内 窯のひろば 

定員：５０名（先着順） 

料金：無料 （募金箱を設置） 

申込：不要 

末広亭ですえひろがりの会 
TEL:080-1565-6824(加藤) 

 

１１月２４日（土） 
１４：００～１５：３０ 
 

第３９回 せと末広寄席 
場所：せと末広亭（せと末広商店街内） 定員：４０名程度  

木戸銭：５００円 事前予約可 

 登録団体イベントカレンダー 

 

※詳細については団体にお問合せください。 
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瀬戸市、尾張旭市等で子育て中のママ作家さんを中心

に、ハンドメイドイベントやキッズイベント等を開催し

ております。 

メインの活動イベント「sunny side marche'」には、今

年も多くのお客様にご来場頂けました。 

１０/１４(日)には、パルティせとのアリーナにて、キ

ッズステージショーやハンドメイド作家さん達による

「sunny side marche' in Seto」を開催致します。 

劇団びっくり箱 

地域まちおこし S行委員会  

 
こんなこと 

しました！！ 

Sunny Side Mart 瀬戸支部 

赤ちゃんから高校生の子を持つ母ちゃん達で元気にユル

く活動しています。無理なく楽しく♪がモットーで、メ

ンバーの特技を活かし、くすっと笑えてちょこっと学べ

る子ども向けおしばいを日々創作中です。主に瀬戸・尾

張旭と近隣市の保育園、児童館、子ども会等で公演して

います。人形劇と間違われますが、人間も出演します☺

年齢に応じたクイズあり、巻き込みあり、なんでも有り

が好評です。オファーお待ちしてます♪ 

 

 

 

７/２８(土)、２９(日) 合唱劇 葉っぱのフレディ 

瀬戸蔵つばきホールで、「合唱劇 葉っぱのフレディ」を

上演しました。葉っぱたちの一生を通して、生きること

の意味や、命は次の命に受け継がれていくことを表現し

ました。３回の公演で８６８名と大変多くのお客様にお

越しいただきました。 

来年の演目は、「とべないホタル」を予定しています。只

今、新規団員さんを募集中！皆さん、ぜひ一緒に歌って

みませんか？（松原：090‐4198‐2159） 

 

ピース合唱団 

 

多くの皆様に「市民活動」を知っていただくために、市民活動センターに登録している団体

の活動を報告しています。どの団体がどんな活動をされているのか、ぜひ知って下さい！！ 
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とくとーく★交流会 第 1回を開催しました！ 

  広がれ！防災運動会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！ 

 

８月２５日(土)１０：００～１３：３０  

～パルティせと ５階 アリーナにて 

市民活動ステップアップ交流会の中で行ったワークショップから発

案された防災運動会。約１００名の方が参加しました。 

まずはラジオ体操で体をほぐし、日頃出すこともない大きな声を出

したり、担架作りや避難誘導など、参加者全員で協力し合いながらプ

ログラムが進められました。「体験することが出来て良かった」、「私の

地域でもぜひやってみたい」などの感想が聞かれ、とても有意義なも

のになりました。初めての試みで、改善すべき点もありますが、楽しく

体で防災を学ぶことが出来ました。 

突然起こる災害のために今回の「たのしく、ケガなく、シュミレーショ

ン」というスローガンを忘れずに、今後も防災について学びましょう。 

 

ラジオ体操第１ 

その時どうする！だんご虫体験 

大声コンテスト 

簡易担架造り、搬送 

避難時誘導体験 

   炊き出し訓練 

   緊急連絡伝言ゲーム 

   昼食(炊き出し備蓄食) 

   防災クイズ大会 

 

次回は１月２６日（土）に「協働のまちづくり（円卓会議と交流会）」を開催します。 

 

★あなたも参加！熊本地震・東日本大震災復興応援          

 ●復興応援のための熊本・東北物産展 

 くまモングッズ、黒糖ドーナツ棒、牛タンカレー、かもめの玉子ミニ、など    

 ●みんなで考えよう！地域でできる防災                       

いつ・どこで起こるか予想がつかない自然災害が、日本各地で起こっています。「自分の命を守

り、みんなで助け合う」ためには、日頃からの備えが災害を最小限に抑えることに繋がります。

地域でできる防災は何かを一緒に考えましょう。 

 ●朗読 （表現朗読あゆみの会） 

 「津波！！命を救った稲むらの火」原作/小泉八雲 

 ●防災グッズを作ってみよう！                    交流フェスタの中で開催 

 

10月 13日（土）10：00～15：00 

パルティせと ４階 マルチメディアルーム 

 

ご
参
加
く
だ
さ
い
！ 
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市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ 

 

【申込・お問合せ】 

市民活動センターへ電話・FAX・E メールまたは市民活動センター窓口へ直接ご連絡ください。         

電話：（0561）97－1161   FAX：（0561）97－1171  E メール：seto-npo@ma.gctv.ne.jp 

 

市民活動センター今後のおもな予定 

■ 「市民活動交流ルーム」  (場所) ４階マルチメディアルーム 

登録団体の活動支援のためのスペース(１３：３０～１６：３０)  
      ９月２６日（水）・１０月２４日（水）・２月２７日（水）・３月２７日（水） 

      ミニミニ講座・座談会 ９月２６日(水)１３：３０～１４：３０ 「古代尾張氏と瀬戸」 

                   １０月２４日(水)１３：３０～１４：３０ 「防災・備蓄食」  

      ◆ 市民活動交流ルームではこんなこともできます 

 ◇ 団体ＰＲのための、自主的な活動紹介（１３：３０～１４：３０） 

 ◇ なんでも相談コーナー（１４：３０～１６：３０） 

 ◇ 登録団体のチラシ配布コーナー 

■ 広報せと「ほっとネット☀せと」 締切り日のお知らせ  

 １２月１５日号…１０月３０日(火) １月１５日号…１１月２１日(水) ２月１５日号…１２月２５日(火)  

■ センターNEWS 次号（第５５号）の「登録団体イベントカレンダー」情報募集！ 

   １月・２月・３月のイベント情報を１１月２８日(水)までにお寄せ下さい。 

■ 団体の情報提供にぜひご活用ください。 
地域で力を発揮している皆さんの団体紹介や開催する「講演会」「イベント」「講座」などがＰＲでき 

ます。多くの方に知っていただき活動への理解を広めるよい機会となります。 

☆ 「広報 せと」毎月１５日号 『ほっとネット☀せと』 に掲載 

☆ FM放送「RADIO SANQ」 毎週月曜日 9：20・12：00・18：00放送 

☆ 市民活動センターＮＥＷＳ 「団体イベントカレンダー」 （年４回発行） 

☆ メールマガジン（パソコン・携帯） 月に１～２回配信 

■ 「瀬戸市市民活動センター 『ｆacebook』」に団体情報掲載します。 

■ 「瀬戸市市民活動センター 『ホームページ』」をご覧ください。 
市民活動センターのイベント情報、交流ルームの情報や登録の案内、登録団体一覧やリンク集 

などの他、登録団体のイベント情報、「せと市民活動連絡会」のページを掲載しています。 

また、「まちの課題解決活動応援プログラム」として、『助成団体イベント情報』の掲載をしています。 

☆URL http://www.gc-net.jp/seto-npo/ 

■ マスメディアに皆さんの活動情報を提供します。 
団体で開催する「講座」「講演会」「イベント」などの情報を新聞記者やケーブルテレビなどに 

提供し、取材をしてほしい場合などは、瀬戸市の記者クラブに記事提供することができます。 

ご希望の方は事前にご相談ください。 

 
facebookページに 

「いいね！」 

お願いします 

 

■ 「なるほど ザ 学習会」 場所：マルチメディアルーム 
   第３回 １０/２０（土） １３：３０～１５：３０ 「アイスブレイク講座」 

   第４回 １２/１２ (水) １３：３０～１５：３０ 「ＮＰＯ講座」 

■ 「交流フェスタ２０１８inパルティせと」 日時：１０月１３日(土)１０:００～１６：００ 


